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センター事業のご案内

①やりたいことみつける!!
ボランティアの い・ろ・は
「助けられ上手・助け上手カード」を使って
ボランティアの世界をのぞいてみませか？
【日時】９月
10 日（水）10:00～11:30
【日時】
【場所】フレンズ戸塚
【場所】

②ボランティア活動きっかけ講座
ボランティア活動中の方から、活動を始めた
きっかけや思いをうかがいます。今回は会場を
舞岡地区センターに移し、地域に根ざした活動
をしている方にお話しいただきます。
【日時】9
【日時】 月 11 日（木）10:00～12:00
【場所】舞岡地区センター 中会議室
【定員】20
人
【定員】
【テーマ】
【テーマ】「あの人が地元でイキイキと
すごしているわけ」
【申込】①②とも参加費無料です。来館、電話、
【申込】①②
FAX、E メールにて、当センターまで

下記は申込み不要、参加費無料。
場所はとつか区民活動センターです。

愛・あむ・クラブ
アクリルたわしを編みながら、
おしゃべりで交流しましょう。
【日時】
【日時】毎週木曜 10:00～12:00

うちの茶の間

脳活き活きトレーニング！
「こころ」と「あたま」の柔軟体操！
【日時】毎週木曜
13:30～15:30
【日時】

とつカレッジ～戸塚のいいとこ学び隊～
戸塚の歴史と自然を学んで、自分の住む町への
愛着を深めよう。（講座内容詳細はチラシ参照。当
センター、区役所、各地区センターなどで配布）
【日時】9
【日時】 月 18 日～10 月 30 日の毎週木曜日
全 7 回。時間は 10:00～12:15
【場所】戸塚区総合庁舎８階大会議室
他
【場所】
【定員】戸塚区在住、在学、在勤の
30 人 原則
【定員】
として７回参加できる人（多数時抽選）
【参加費】無料
【参加費】
【保育】２歳以上の未就学児
4 人まで
【保育】
【申込】はがきか
FAX に、講座名、住所、氏名
【申込】
（ふりがな）、電話、FAX、保育希望の場合は子
どもの名前（ふりがな）、性別、生年月、アレル
ギーの有無を記入し、戸塚区役所 地域振興課 地
域活動係へ。8/22（金）必着。
〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17
Tel：866-8416
Fax：864-1933
【主催】戸塚区役所・
・とつか区民活動センター
【主催】

第 5 回とつかお結び広場運営委員会が発足して、
はや 3 か月が過ぎました。これまで、5 回の運営会
議を開催し、みんなで、たくさんのアイデアを出し合
い、現在、実施企画の絞り込みを行っています。
また今年度は一足早く出展の受付も始まっています。

とつかお結び広場とは…戸塚区内を中心に様々な
とつかお結び広場
分野で活動している団体と個人が集まり、自分たち
の活動を紹介するイベントです。
地域の課題や活動を知り、人と人、地域と人を結ぶ
ことを目的として開催しています。

パソコンワンポイントアドバイス
【日時】毎週金曜
【日時】

13:30～16:00

今年度は 12 月 7 日（日）10:00～
10:00～16:00
戸塚区総合庁舎 3 階 区民広間他で開催します！
区民広間他
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高校生が子どもと関わる
ボランティアを体験！
戸塚高校ボランティア部の生徒５名
が、当センターの隣の施設、子育て支援
拠点「とっとの芽」で活動しました。
まずスタッフと一緒に施設の清掃をし
た後、施設長から施設の役割や日常業務
の説明を聞いて、いよいよ子どもと関わ
るボランティアを開始！初めは緊張して
いる様子でしたが、すぐに子どもたちと
打ち解けて楽しい時間を過ごしました。
未来を担う若い方々が、自分の住む地
域に関心をもつきっかけになったら、
嬉しいです。

得意なピアノを活かして…
ボランティア活動きっかけ講座に参加さ
れた女性から、「私はピアノを弾くのが大
好きです。どなたか聴いてくださる方がい
らっしゃれば、お役にたちたいのですが。」
というお話をいただきました。
東戸塚駅近隣の高齢者施設のデイサービ
スに相談したところ、大歓迎とのことで、
その女性は、早速ピアノ演奏のボランティ
アを開始されました。曲を弾き始めると、
利用者の皆さんの身体が自然に動き、曲に
合わせて歌いだされるそうです。
あなたも得意なことを活かして
ボランティアを始めませんか？

登録団体の紹介
ＷＦＰ応 援 団

（国連 WFP：
WFP：飢餓のない世界を目指して活動する国連の食糧支援機関です）
飢餓のない世界を目指して活動する国連の食糧支援機関です）

ＷＦＰ応援団は、国連ＷＦＰの活動を多くの人に紹介し支援の輪を広げることを目的に活動している
ボランティア団体です。国連ＷＦＰの日本事務所が横浜に開設された 1996 年当初、知名度が低かっ
たため、横浜の市民が中心になって応援しようと、ＷＦＰ応援団が 1997 年に発足しました。国連Ｗ
ＦＰの広報活動に協力するほか、独自に講演会やパネル展を開催。紙芝居やパネルシアターなどを制作
して、子供たちに飢餓やＷＦＰが世界各地で行う食糧支援について伝えています。おもしろ募金箱も試
作中です。会員は 10 代～70 代の学生、主婦、会社員など多彩で、「できることをできるときに」を
モットーに活動しています。この夏は 8 月下旬にパネル展、9 月 20 日にチャリティコンサートの開催
をめざして準備中。新規会員も募集中です。詳しくは下記をご覧いただくか、イベント会場にてお尋ね
ください。
ホームページ http://wfp-oendan.lomo.jp/
Facebook https://www.facebook.com/wfpoendan
食糧袋を背に世界中を飛びまわるＷＦＰをイメージした、
きり絵のペガサスは応援団のシンボルマークです。
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夏休みのボランティア計画
７月最初の日曜日、高校１年生の女子
が「夏休みにボランティアをしたいので
紹介してください。」と相談に来てくれ
ました。
居場所づくりをしている「ふらっとス
テーション・とつか」をご紹介したとこ
ろ、お友達も誘っておふたりで３日間ず
つボランティアをする事になりました。
部活動の合間をぬってのボランティ
ア活動です。まだ高校１年生。勇気を出
して相談に来てくれたのだと思います。
地域の方と知り合って、充実した夏休み
になると良いですね。

お互いが先生の外国語学習
最近日本にやってきた中国人の男性は
日本語学校に通い始めましたが、学校で
覚えても、適当な日本人が周りにいない
ため、実戦練習ができません。話し相手
になってくれる人を探してと、区役所情
報コーナーに相談に見えました。
そこでご紹介したのが、外国の方と交
流したいというご希望でボランティア登
録していた方です。その方はちょうど中
国語を勉強中で、勉強の成果を試してみ
たいと思っていたそうで、まさにお互い
が満足する出会いとなりました。笑顔で
挨拶、早速、勉強開始となりました。

見たり聞いたりした舞岡のお話⑤

小学生の手話ダンス体験学習
新潟県上越市立柿崎小学校の 6 年生が、
福祉や社会貢献の活動現場を学ぶために
横浜を訪れることになり、当センターから
手話ダンスでボランティア活動をするフ
ラワー東戸塚の代表者をご紹介しました。
6/27 学習日当日、1 時間半という限ら
れた時間で、「Tomorrow」の手話ダン
スを、手話の意味も伝えながらテンポよく
指導。6 年生の皆さんは最初遠慮がちでし
たが、一生懸命話を聞いて着実に覚えてい
き、最後には自信を持って大きな動きで発
表することができました。
終始笑顔いっぱいの体験を通じて、手話
ダンスの楽しさと、ボランティアの想いが
伝わったことと思います。他県の小学生と
戸塚の活動者の交流という、とても嬉しく
貴重な機会になりました。

舞岡の遺跡・大原遺跡

平成 16 年の桂町戸塚遠藤線（道路）の工事の折、大原遺跡が発掘されました。当時古老（故人）
が南舞岡小学校長と相談し、発掘中の遺跡の見学会を企画、保護者と当時の 6 年生が見学会に参加
しました。更に 6 年生は発掘作業にも体験参加。それ以来、保護者の間では舞岡の歴史に大変関心
をもち、歴史散策を行うほどの熱の入れ方でした。生徒達も舞岡の歴史を学び、地域体験発表会で縄
文弥生時代の舞岡村の人々の生活を再現発表しました。学校挙げての大きな関心事となり、平成 22
年、卒業生とその父兄は卒業記念に大原遺跡の出土品を校内に展示できるよう運動を起こし、舞岡リ
サーチパ—ク遺跡、大原遺跡、立野遺跡の出土品を横浜市埋蔵文化財センターより借りることができ
ました。現在は玄関脇のガラス戸棚に展示されており、先日学校を訪ねたところ、低学年の児童たち
が展示されている出土品を写生していました。そして今年は３年生担当の先生が、
『南舞岡 むかし・
いま』という南舞岡の貴重な郷土史の冊子を編纂されています。古老の思いが小学校の児童の間に育
まれ、こうして受け継がれて行くことは、本当にうれしいことです。（舞岡まちづくり塾 島谷健一）
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情 報 掲 示 板
今ブームの川柳を学んで
ブームの川柳を学んでみません
川柳を学んでみませんか
みませんか
５・７・５の１７文字で表現する楽しさを学ぶ川柳入門教
室。写真から川柳を作句するフォト川柳の楽しみ方も、フ
ォト夢とつかと戸塚川柳協会のコラボ作品で紹介します。

【日時】8
【日時】 月 18 日（月）14：00～16：30 開場 13：30
【場所】
【場所】戸塚区総合庁舎 3 階多目的スペース（中）
【内容】第１部：「やさしい川柳入門教室」
【内容】
講師 渡辺貞勇氏 全日本川柳協会常任理事
第２部：フォト川柳の紹介
【定員】50
【定員】 人（区内在住及び戸塚区に関わりのある人）
申込多数時は抽選 【参加費】無料
【参加費】
【申込方法】往復ハガキ（１人１枚）往信裏面に住所、氏
【申込方法】
名（フリガナ）、電話番号、川柳入門教室、返信面に住
所、氏名を明記し、〒244-8691 戸塚郵便局私書箱 41
号「フォト夢とつか」宛て。8/12（火）必着。
【主催・問合せ】フォト夢とつか
【主催・問合せ】
Tel 090-8503-8363 吉田（9:00～17:00）
【後援】戸塚区役所、戸塚区民文化ｾﾝﾀｰ（さくらﾌﾟﾗｻﾞ）
【後援】
「保育協力者グループ きらきらの会」メンバー募集

子育て支援と、保護者の社会参加のお手伝いをするグ
ループです。戸塚区内在住で、下記日程の講座全回に
参加し、受講後入会・活動できる方を募集します。
【日時】9
【日時】 月 1 日（月）、10 日（水）、22 日（月）、29 日（月）
時間は全て 13:00～15:00
【場所】戸塚区社会福祉協議会
フレンズ戸塚 3 階
【場所】
【定員】20
円
定員】 人 【参加費】1000
【参加費】
【申込方法】往復ハガキに住所、氏名、年齢、電話番
【申込方法】
号、申込の動機を明記し、〒244-0805 戸塚区川上町
91-1 モレラ東戸塚 3 階 とつか区民活動ｾﾝﾀｰ ﾒｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽ No.16 きらきらの会 まで。8/20（水）必着。
【問合せ先】つどいの広場きらきら
Tel 080-2213-2585
問合せ先】

歌声の集い 頬笑ほほえみ
懐かしい歌を、お腹の底から声を出して唄いましょう！
【日時】9
【日時】 月 5 日（金）14：00～（開場 13：30）
【場所】サンハート
5Ｆ （相鉄線二俣川駅）
【場所】
【参加費】500
円（施設使用料）【主催】
【主催】楽団ＧＨＱ
【参加費】
【主催】
【申込方法】前日までに電話予約で。先着
100 人。
【申込方法】
【申込・問合せ先】Ｔｅｌ
715-4074 山藤（さんどう）
【申込・問合せ先】
こ

『股関節治療の過去・現在・未来』
股関節症の患者さんは年齢や病歴や生活環境など
一人ひとり違います。多くの患者さんを日々診察さ
れている先生に、ご経験の中から具体的症例をざっ
くばらんにお話いただきます。
【日時】9
【日時】 月 28 日（日）13：00～15：30 受付 12：30～
【場所】
【場所】ウィリング横浜 12 階研修室 124-127 号室
（京急・市営地下鉄上大岡駅 徒歩 5 分）
【講師】六本木 哲先生(太田総合病院 整形外科統括部長)
【参加費】会員
500 円 一般 1000 円
【参加費】
【対象】患者の方・ご家族の方・関心のある方
【対象】
※申込み不要。当日直接会場へお越しください。
【主催】NPO
法人のぞみ会 神奈川支部 （変形性
【主催】
股関節症 患者の会）http://www.npo-nozomikai.jp
【問合せ先】Tel
911-0996 金岡
【問合せ先】

ウォーキングと歴史講演会のお知らせ
①「とつか歴史探訪」第２回ウォーキング
～前田・秋葉・上矢部の寺社や古墳を巡り、
緑豊かな名瀬へ～
【日時】9
【日時】 月 28 日（日）9:00 集合 正午頃終了
【集合場所】
集合場所】東戸塚駅西口広場
場所】
【定員】50
【定員】 人 多数時抽選 落選者のみ 9/25 頃ま
でに連絡 【参加費】300
【参加費】
円 未就学児無料
②とつか歴史講演会「神奈川県域の東海道」
【日時】10
【日時】 月 14 日（火）14：00～16：00
【場所】戸塚地区センター
会議室 A
【場所】
【講師】横浜市歴史博物館主任学芸員 斎藤 司氏
【定員】50
円
【定員】 人 多数時抽選 【参加費】500
【参加費】
【申込方法】①は FAX かハガキに参加者全員の氏
名、代表者の氏名と電話番号か FAX 番号、「とつか
歴史探訪第 1 回参加希望」と記入。9/24（水）必着。
②は往復ハガキ（1 枚 2 人まで）で、氏名、住所、
電話番号、「10 月 14 日とつか歴史講演会参加希
望」と記入。9/30（火）必着。
【宛先】戸塚区役所地域活動係〒244-0003
戸塚
【宛先】
区戸塚町 16-17 Fax 864-1933
【主催・問合せ先
【主催・問合せ先】
・問合せ先】戸塚見知楽会
Tel 080-5545-4163（9：00～17：00）
【後援】戸塚区役所
【後援】

こ

地域から広がれ！
みんなのワ（和・輪）

至横浜
JR

西口

モレラ
東戸塚３Ｆ

オーロラ
モール

〒244-0805
横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚 3 階
TEL 045-825-6773 FAX 045-825-6774
URL
http://totsuka-kumin-center.jp
MAIL
staff@totsuka-kumin-center.jp

東口

運営：NPO 法人くみんネットワークとつか

交通のご案内

とつか区民活動センター
東戸塚駅

とつか区民活動センターは、さまざまな
市民活動・生涯学習活動・ボランティア活
動の相談・情報提供や、講座・研修・交流
会などの実施、会議室など活動拠点として
の場の提供、印刷機・紙折機・コピー機・
貸しロッカーなどの貸出しをしています。
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股関節疾患を知る医療講演会

至戸塚

開 館 時 間 ：火～金曜日 午前 9 時～午後 9 時
JR 東戸塚駅西口から徒歩 1 分
土･日･祝日 午前 9 時～午後 5 時
休 館 日：月曜日（祝日と重なる場合でも休館） お車の方はモレラ駐車場を
ご利用ください（有料）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

